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たのしい科学の体験を !

‖日3日 (水)高 大祭を楽しもう ′
旨さんの実顔こそ、一番のアビー′

■く第9回 高大祭>を みんなで楽しもう [ ☆子ども教室の宣伝もよるしく :

H月 8日の高大策が楽しみです 今まで 吹出市の会館を使ってやってきましたが 今

L・は 中之島にある大阪市中央公会鷺です 初めての会場なので 進行上色々なことがあ

ると思いますが ∫それも含めて楽しむのがく SA子 ども教宣>の 考え方Jで す

督さん [どうてようしくお願t しヽます.

「
″′″″″″

■
☆今年度 もしっ

か り練習 されて

いる皆さん !ス

ゴィです

☆本番では元気

な笑顔 とステキ

な歌声をお願い

します |

★セレッソ大阪ホームゲーム 『ワークショ

ップ』
″スライム″無事終わ りました。台風

が近づいている中 スタッフで参加いただ

いた方々 本当に有難うごさいました。若

い方がイベン トに参加 して 165名 [ス

ライムを■つてもらい大変楽 しかった

会長 藤澤 健二      1   1        ■      :

ドA 子ども教菫OBク ループ会の活動0

☆今回思わぬ雨で 砂浜を利用してのロケッ ト飛ばしができなくなり とのように進めよ

うかと迷いましたが 雨でもフィルムケースロケット飛ばし体験はさせてあげることがで

きました とつても忙しかっF_ですが 1  34人 参加 23人 感想を :

A 子とも教室oBグ ループ会の活動O

験講lT:麦 倉みゆき

5  17人   4  4人   , -1人   2 -1人   1 -0人

5  14人   4  9人   3 -0人   2  0人   1 -0人

★ロケットはどうやつてとばすか ずっとわからなかつたから できてよかつた (2年

5 5,☆ とつてもたの しくて 『え―Jと りうきもちでした (3年 5 5)★ 今までの

J

ゆかつたが

じゅぎょうの中で一番楽しかったです (3年 5 5)



2 0 1 8年 く前期 講座 > *5月 12日  *6月

9日  米7月 ■4日  *8月 18日 (ll期講座

修了のため 規模を拡大 して実施できるよ

うに企画 検:,する)

2018年 く後期鱒座> *10月 13日   *■ 1月 10日   *12月 8日   *1月 12日  帳 期講座

げ
國
一

鬱了式と記念品)

ス (1 2年 生) 6階 11号 室  定員30名

☆実験講師

,ク ラス (3～6年生)

高松具澤子 員倉みゆさ

6闊 12号室 定員50名

西日治 (外部講師あり)

★実験講師 音田輝元 佐藤和次 岡BI智子 (確定)畑 中真― (予定)

⊃授業プラン 候

+電 池 と回路+電 池と回路    <お もしろ回路作 つ>

+お も しろ電気学入門 く自由電子が見えたなら>と 「自由電子テスター作 つJ

*ト ライアイスでおもしら実脚 くモクモクさんを研究 しよう 1>

*<光 と虫めがね >と 「Iョ 望違鏡件 りJ(佐 藤さん中,さにプラン検討 具体化 )

*液 体窒素で実験 1-196℃ を体感 しよう |

*ビ ック リ磁石でおも しろ実験 1く磁石のnt密を解き

明かそう>

+動 力学入門 <ス トロー吹き矢でおも しろ実験>

*環 境実験 くイォンと食べもの>

*た の しい

`ヒ

学入門 くかがやけ10円玉 >

*く も しも原子の中が見えたなら>と 「原子核 (景粒子)模 型作 りJ(高 学年 )

*く もしも原子が見えたなら>と 「空気の分子槙型″ りJ(低 学年)

*「 くものとその重さ>か く溶解>」 とべっこうアメ作 り

*赤 バ ンツ君の大洒躍 |く水の表面>の 研究

*く ロボット楽入円>と 「ユニークロボット タワッチ君作 りJ(低 学年)

オく電子レンジておもしろ実験>電 磁波の研究

*く 宇富べの道>と 「太陽系模型在りJ *ビ ックリ 感動 !<3o倍 の世界>

*4t…多様なプランを検討 (Aク ラスは 高II 麦倉 西日で具体化 ‐原案作成)

☆くおりt~め>は  8月 誦座にて全員が,験 できるように企画する (企 画担当 高松講

師〉科学実験教皇では原貝J行わない くもの作り>と 位置づけて企画 実施する

★受講■については 「初めての子ども違が多数受話できるようにJ宣 伝活動を行う

音田輝元 (2o17年11月2日)


